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平成27年度第１回役員会

平成27年４月７日　出席者12名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　当番日の為翌月報告

審議事項

◇平成26年度事業報告の件 《可決承認》

◇平成26年度収支決算報告・

　平成26年度監査報告の件 《可決承認》

◇組織委員会設置の件 《可決承認》

◇平成28年度街頭相談会の件 《可決承認》

平成27年度第２回役員会

平成27年５月８日　出席者14名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　５件 （矢野相談員）

◇入会 （小俣副委員長）

　横山・元横地区

　㈱インターシステム　八王子北口店

審議事項

◇ボウリング大会の件　

　７月７日（火）高尾スターレーン 《可決承認》

◇「あなたの不動産　税金は」購入の件

　各社１冊配布 《可決承認》

◇東京都宅建政治連盟への呼称変更に関する

　規約改正の件 《可決承認》

◇事務局夏休みの件 

　８月10日～ 14日 《可決承認》

平成27年度第３回役員会

平成27年６月８日　出席者18名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　３件 （豊泉相談員）

審議事項

◇第１回支部研修会の件

　テーマ・講師等交渉中 《可決承認》

◇街頭無料相談会の件　平成27年９月23日（水）

　費用・会場 《可決承認》

平成27年度第４回役員会

平成27年７月７日　出席者13名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　３件 （横山相談員）

◇入会 （小俣副委員長）

　西八地区

　㈱アイテル

審議事項

◇支部ゴルフコンペの件

　日時・会場・会費 《可決承認》

◇支部旅行の件　日帰り 《可決承認》

◇第１回支部研修会の件

　テーマ及び講師 《可決承認》

◇事業所点検の件 《可決承認》

◇不動産業務手帳・暑中広告について

　例年通り 《可決承認》

平成27年度第５回役員会

平成27年９月３日　出席者19名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

支 部 役 員 会 報 告
於：支部会議室

幹 事 長　加　藤　叔　永
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〈報告会〉

　市民相談報告８月分　４件 （加藤相談員）

　　　　　　　９月分　５件 （建部相談員）

◇入会の件 （小俣副委員長）

　大和田小宮地区

　㈱マインズリアルティ

審議事項

◇50周年記念式典の件

　記念品、式次第等内容 《可決承認》

◇支部旅行の件　内容 《可決承認》

◇宅建試験の件　メンバー 《可決承認》

◇第２回支部研修会　日時、会場 《可決承認》

平成27年度第６回役員会

平成27年10月５日　出席者15名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　当番日の為翌月報告

◇入会の件 （小俣副委員長）

　中央明神地区

　㈲ペンギン企画

　川口中野地区

　㈱ケアエステート

　北野由木地区

　㈲玉家商事

　中央明神地区

　Apa Navi㈱

　中央明神地区

　アワーズ㈱

審議事項

◇役員・班長忘年会の件　12月８日　橋本屋

　会費 《可決承認》

◇平成28年新年会の件　会費 《可決承認》

◇事務局年末年始休日の件　本部と同様

　12月29日～１月４日 《可決承認》

◇50周年記念誌　担当委員長の件 《可決承認》

平成27年度第７回役員会

平成27年11月６日　出席者14名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告10月分　２件 （小池相談員）

審議事項

◇平成28年新年会の件　案内内容 《可決承認》

◇第２回支部研修会の件

　日時・テーマ・会場・予算 《可決承認》

◇総会日程の件

　４月26日（火）八王子エルシィ 《可決承認》

平成27年度第８回役員会

平成27年12月８日　出席者17名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　５件 （小俣相談員）

審議事項

◇平成28年新年会の件　当日進行 《可決承認》

◇平成28年度予算（案）の件 《可決承認》

平成27年度第９回役員会

平成28年１月７日　出席者16名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　２件 （青木相談員）

◇所属支部転入の件

　川口中野地区

　㈲シティプランナーケイ

審議事項

◇平成28年度予算（案）・平成28年度事業計画

　（案）の件 《可決承認》

平成27年度第10回役員会

平成28年２月16日　出席者19名

報告事項

◇本部関係報告 （野口支部長）

◇東政連関係報告 （野口支部長）

〈報告会〉市民相談報告　４件 （矢野相談員）

審議事項

◇選挙管理委員会の件　委員 《可決承認》

◇第５回通常総会の件

　前年同様 《可決承認》
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　平成27年７月７日（火）、七夕さまの夕やみ迫

るなか、八王子支部恒例のボウリング大会が高尾

スターレーンで開催されました。男性63名、女性

23名、合計86名もの大勢の参加者が腕を競いまし

た。１～３位は商品券と朝日土地建物㈱様協賛の

朝日愛情米５㎏、４～10位は米５㎏、15位から60

位まで５位毎の飛び賞は商品券、参加賞は素麺。

　これらの賞品を我が手中に収めんとして、闘争

心にもえる参加者は、笑顔のなかにも真剣な表情

で一投一投に歓声を上げていました。

　競技の結果は下記のとおり。２ゲームの合計ス

コアで男子、女子の１～３位が表彰されました。

◆男子

◆女子

順位 会 社 名 氏　　名 点　数

１位 ㈱エンラージ 石井　　誠さん 322点

２位 ㈱住宅工営 佐々木真慈さん 322点

３位 アクシス㈱ 田中　徹朗さん 321点

順位 会 社 名 氏　　名 点　数

１位 アクシス㈱ 吉田　充希さん 281点

２位 ㈱エンラージ 田中まどかさん 264点

３位 アクシス㈱ 大輪　　恵さん 250点

男子の部優勝の
石井誠さん

女子の部優勝の
吉田充希さん

各　委　員　会　催　事　報　告

総 務 委 員 会

委員長

堤　　吉久

第18回ボウリング大会
平成27年７月７日（火）

高尾スターレーン



―　　―��

　暑い日が続いたこの夏、開催日は曇り空で、太

陽が顔を出さなかったので参加者は熱中症の心配

なくプレー出来ました。八王子支部コンペでグロ

ス上位４名の方は�0月７日（水）千葉県、グリッ

サンドゴルフクラブにて開催される本部ゴルフ大

会の出場することになっています。　参加者は皆、

前年度団体優勝を果たした八王子支部の連覇を目

指し、和やかな上にも真剣にプレーし、ホールア

ウトしました。

　結果は以下のとおりです。

順位 氏名（支部名） グロス ハンデ ネット

優勝 曽我　行雄（㈱ビー・エル・ハウジング） 87 18.0 69.0

２位 下村　　努（七国不動産販売㈱） 78  7.2 70.8

３位 小俣　　茂（㈱プライムホーム） 82  9.6 72.4

４位 大貫　雅之（㈱トライ） 97 22.8 74.2

５位 岩倉　満治（㈲岩倉商事） 90 15.6 74.4

　本部ゴルフ大会に出場者は、当会員の中からグ

ロス成績上位４位から、べスグロ賞の下村努さん、

小俣茂さん、木原智之さん、曽我行雄さんに決定。

支部長枠にて野口支部長、樫﨑副会長、堤総務委

員長も加わり、優勝を目指すことになりました。

第37回支部ゴルフコンペ
平成27年９月16日（水）

八王子カントリークラブ

参加者一同で記念撮影

和やかな懇親会 皆さま、お手を拝借
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　早朝５時、千葉県成田市のグリッサンドゴルフ

クラブの開場とともに続々と参加者の方々が登録

を済ませ、総勢���名の方々が参加されました。

９月��日（水）の八王子カントリークラブでの八

王子支部コンペでグロス成績上位４位までの下村

努さん、小俣茂さん、木原智之さん、曽我行雄さ

ん、支部長枠にて野口支部長、樫﨑副会長、堤総

務委員長も加わり、熱戦の火蓋が切られました。

八王子支部からの参加者が道路渋滞によりスター

トに間に合わないのではという心配がありました

が、全員定刻より早めに受付を済ませ、無事スター

トしました。成績結果は以下のとおりです。

　宅建八王子支部が公益社団法人となって４年目

の親睦旅行。

　４年前は「東京ディズニーシーとホテルミラコ

スタの食事」。一昨年は「浅草散策、大江戸博物

館と夕暮れの東京スカイツリー」でした。昨年は

新しく開通した圏央道を利用して神奈川県、戦艦

三笠、横須賀軍港（米軍、海上自衛隊）クルー

ズ、フランス料理のフルコース。

　今回は八王子を発って先ず鎌倉散策しました。

雲一つない晴天の午前中、鎌倉駅から小町通りに

入って食べ歩き（飲み歩き？）ながら鶴岡八幡宮

へ。皆さん土産を手にし、昼食会場へ移動。会場

は逗子マリーナ シーサイドリビエラ。海を目の

前にして湘南ならではの新鮮な魚介をつかったフ

レンチのフルコース、お酒も加わり皆さん盛り上

がりました。

　食後は「新・江の島水族館」見学をして八王子

へ。

　毎回、会員同士の会話が弾むように、おいしい

食事に重点を置くように企画しています。次年度

の親睦旅行をどのように企画すればよいか、お気

づきのことがありましたら、ぜひ総務委員までお

聞かせください。

第38回本部ゴルフ大会
平成27年10月７日（水）

グリッサンドゴルフクラブ

宅建八王子支部親睦旅行会
平成27年11月18日（水）

鎌倉散策他

順位 支部名（選手氏名） グロス ハンデ ネット

優
勝

江戸川区
（君島、浅井、淀川、松岡）

335  49.5 285.5

２
位

国分寺国立
（岡田、遠藤、小柳、小川）

399 105.6 293.4

３
位

八王子
（樫﨑、小俣、曽我、下村）

357  62.4 294.6

順位 氏名（支部名） グロス ハンデ ネット

優
勝

君島　　吏（江戸川区） 80 10.3 69.2

２
位

上田　光智（立川） 90 20.4 69.6

３
位

淀川　　勇（江戸川区） 74  3.6 70.4

氏名（支部名） グロス ハンデ ネット

田中　秀司（府中稲城） 74 3.6 70.4

◆個人の部 ◆団体の部

◆ベストグロス賞

八王子支部は「第38回本部ゴルフ大会団体」おしくも３位



―　　―��

　平成27年12月８日（火）６時より、橋本屋にて

役員・班長忘年会が開催されました。当日の参加

者は、理事18名、常任相談役・相談役・監査役９

名、班長５名、事務局２名、合計34名となりまし

た。明けて平成28年１月24日は八王子市長選挙、

同じく３月は当支部の役員選挙と支部長選挙の告

示を控えた役員・班長忘年会懇親会となりました。

挨拶する野口支部長

鶴岡八幡宮で集合写真

フレンチのフルコースに乾杯！ 新江の島水族館にて

役員・班長忘年会懇親会
平成27年12月８日（火）

橋本屋

年の締めくくりの挨拶をする野口支部長 石森市長も駆けつけてくださった
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　平成28年１月８日（金）、八王子京王プラザホ

テル５階「翔王の間」にて宅建八王子支部新年会

が開催されました。支部会員には50周年記念とし

て特注の腕時計が渡されました。

１．参加者

　会員139名（役員19名、相談役・監査役８名、一般

会員112名）、ご来賓29名、事務局２名　合計170名

２．式次第

①来賓入場

②新年会開会　加藤幹事長

③支部長挨拶　野口支部長

④会長挨拶

（公社）東京都宅地建物取引業協会副会長　樫﨑博殿

⑤会長挨拶　東京都宅建政治連盟会長　久保田辰彦殿

⑥ブロック長挨拶　（公社）東京都宅地建物

　取引業協会多摩ブロック運営委員長　大滝睦夫殿

⑦ご来賓挨拶　八王子市長　石森孝志殿

八王子商工会議所会頭　田辺隆一郎殿

八王子市議会議長　福安徹殿

⑧鏡開き　野口支部長他、ご来賓含め８名

⑨乾　杯　山本常任相談役

⑩新入会員紹介　堤総務委員長

⑪ご来賓挨拶

都議会議員　東村邦浩殿

都議会議員　近藤充殿

来賓紹介　加藤幹事長

⑫芸者初春の舞　八王子芸者衆

⑬「愛の募金集め」

⑭新春福引大会

Ａ賞　「牛肉　すき焼き用500ｇ」　　　 ７本

Ｂ賞　「豚肉　焼肉・しゃぶしゃぶ用」　15本

Ｃ賞　「冬のおすすめセット雅」　　　　５本

Ｄ賞　「冬のおすすめセット彩」　　　　10本

特別賞　「アットホーム賞」「マイソク賞」

　「京王プラザホテル賞」「JTB賞」（参加賞　八

王子産献上米）

⑮中締め　加藤常任相談役

⑯万　歳　佐藤相談役

【新年会委員】　加藤幹事長、堤総務委員長、小俣

総務副委員長、瀬沼総務副委員長、小山総務委

員、建部組織･情報副委員長、青木情報委員長、

豊泉消費者保護推進委員長、大貫社会貢献委員

長、横山消費者保護副委員長、事務局杉本さん、

諸角さん　以上12名

平成28年宅建八王子支部新年会
平成28年１月８日（金）

八王子京王プラザホテル

新年会式次第 新年会のディナーメニュー
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「平成27年度財務委員会活動報告」

４月３日　事務方との打ち合わせ

４月６日　支部監査会開催

 相談役に対し、平成26年度財務報告

を行う

４月７日　支部役員会に於いて平成26年度財務

収支決算の承認

４月28日　支部総会に於いて平成26年度財務決

算報告、平成27年度財務予算の報告

10月19日　事務方との打ち合わせ

10月26日　中間監査会開催

11月６日　役員会に於いて平成28年度予算案内示

12月８日　役員会に於いて平成28年度予算最終

案提示

平成28年

１月７日　役員会に於いて平成28年予算承認

１月20日　八王子支部平成28年度予算、本部へ

送付

財 務 委 員 会

副支部長・委員長

齊藤　誠治

樫﨑副会長 久保田会長 大滝運営委員長

新年会風景 鏡開き

野口支部長
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　組織委員会は、平成26度瀬

川会長の意向により入会促進

特別委員会が設置され、今年

度より新たに総務委員会から

独立した委員会です。これは

公益法人に移行時に組織委員

会は厚生委員会と共に総務委

員会に吸収され、財務委員会

を除く公益事業以外の事業を引き継いだため、新

入会員の獲得に特化出来ずに、他団体に新入会員

の獲得に後れを取り新入会員の減少、廃業による

退会者の増加も有り、協会の財政基盤が会費及び

新入会員の入会金収入で有る協会の財政を圧迫し

た為、会員数の減少に歯止めをかけることが必要

になった為です。

　今年度、組織委員会が出来たことにより、他団

体と比較し入会促進の弱点を洗い出し、入会金の

値下げ、ネットを利用した広告宣伝活動や会員に

よる新入会員の紹介者制度の復活、行政書士会へ

の紹介者制度の強化等行うことにより、他団体と

の新入会員社数は肉薄するところまでに回復をす

ることになりました。八王子支部も26年度入会者

正会員５社準会員２社合計７社に対し、27年度は

12月末時点で正会員８社、準会員１社の合計９社

となり、そのうち会員の紹介による入会は５社と

なり会員の皆様のご協力も有り前年を12月末時点

で超えることが出来ました。但し、ここ数年退会

者数が増加しておりますので、会員の皆様にはお

知り合いの方で開業される方がいらっしゃいまし

たら、宅建八王子支部の組織の拡充拡大の為にご

紹介を引き続き頂ますようお願い致します。

　最後に、入会促進にご協力頂きました会員の皆

様に厚く御礼を申し上げます。

１．「支部法「50周年記念号」

を作成し、会員並びに他

支部に配布しました。

２．対外的な広報活動とし

て、業界紙等に４件の広

告を掲載しました。

３．（公社）東京都宅地建物

取引業協会、本部依頼に

より、平成27年度「行政区別・最高地点価格」を

１月に、不動産鑑定士にアドバイスいただきなが

ら調査報告をいたしました。

４．「宅建賠責保険」「宅建ハトさん保証」説明会

及びＩＴ研修会を行いました。

　　開催日：平成28年２月22日（火）　

　　場　所：八王子エルシィ

　　出席者：19名

組 織 委 員 会

委員長

加藤　叔永

情 報 委 員 会

委員長

青木　徹矢
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　諸先輩役員、会員の努力に

より、築かれた八王子支部

は、50周年を迎えました。

　支部会員は、50年の歴史の

中に大きな波を乗り越えて現

在に至る会員も多くいます。

　1973年の第一次石油危機も

重なり「土地神話」が崩れ地

価の下落を初めて経験しました。1975年からの

「低成長」の時代を迎え、「夢をもう一度」と言っ

ても叶わぬ状態まで落ち込む不動産市況でした。

その後、金融経済によるマネーゲームにより夢が

もう一度現実に成り、行く末のバルブ崩壊、再度

土地神話の崩壊による地価の大幅な下落により金

融機関の破綻と言う戦後に私達の経験したことの

ない大波が日本経済を直撃しました。

　歴史は、繰り返すと先人からの言い伝えが大き

な教訓に成る出来事でした。経済の伸縮による景

気不景気に翻弄された50年間であった様に思いま

す。この間、消費者の行動は、インターネット

の発達により、便利になった分、会員事業所への

お客様の来社の機会を奪うと言う現象が生まれた

と考えます。支部会員が得意とする地域密着によ

る親切丁寧な対面形式による物件の紹介という本

来の機会が年々、減ると言う現象に遭遇していま

す。

　又、50年前は、八王子市内の不動産需要は、地

元会員による供給による賃貸、売買の仲介、住宅

分譲の供給率が100％に近いものであったと思い

研 修 委 員 会

副支部長・委員長

山口　　覚

ＩＴ研修会
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　消費者保護推進委員会の業

務は主に次の５つです。

１．不動産無料相談会の開催

　毎年９月23日に不動産無料

相談会を開催しております。

２．市役所市民相談員派遣

　八王子市役所で毎月開催さ

　れている不動産市民相談会

に２名の相談員を派遣しています。

３．宅建本部相談員派遣

　宅建本部不動産相談所へ毎月１名の本部相談員

を派遣しています。

４．常設無料相談会の開催

　宅建支部３階の会場において毎月第３火曜日に

２名の相談員が常設無料相談会を開催しており

ます。

５．毎年八王子駅南口総合事務所において開催さ

れている八王子市総合市民相談会に相談員を１

名派遣しております。

　上記のように消費者保護推進員会の業務は公益

社団法人において非常に公益性の高い業務でござ

ます。

　以降、10年毎に中央の資本による大手業者の進

出により市場が奪われるという状況が続いていま

す。

　業協会は、公益社団となり、公益性（消費者へ

のサービス、信頼度の構築）を追求する団体にな

りました。

　今こそ、私達は、業界の基礎を揺るぎ無いもの

にする為の会員サポート事業は、東京都不動産協

同組合、不動産関連の税制の優遇措置等の継続、

検討は、東京都宅建政治連盟であり、両団体は、

会員の為に成る業務支援をすることにより、その

業務支援がお客様にとって魅力が有る不動産業者

になります。

　今後、より多くの会員に両団体への加入を促進

する必要が有り、結果としてお客様を獲得できる

ための地盤づくりに繋がります。更に努力して進

む10年間にしていくことが重要であり、結果とし

て私達会員の存在が保証されることに成ります。

消費者保護推進委員会

委員長

豊泉　博之

支部研修会にて登壇する谷田氏

支部研修会に先立ち挨拶する野口支部長
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　支部創立�0周年を迎える平

成��年度、社会貢献委員会と

しては毎年行っております事

業所点検を平成��年９月１

日～ ��日にかけて行いまし

た。今回は当支部に新たに入

会された事業所や他支部から

転入された事業所を中心に�0

社を３班編成にて訪問させていただきました。訪

問の際には通常の事業所点検の他、支部で行う各

種行事に積極的に参加していただくようお願いも

してまいりました。

　また、昨今特に不動産業としてのコンプライア

ンスの強化、それに伴う違反広告撤去指導等など

も進めていきたいと思いますし、今後も会員に周

知できるように皆様方のご協力をよろしくお願い

申し上げます。

います。

　不動産業務は非常に奥が深く、必要な業務知識

も広範囲に及びます。関連法令も毎年のように改

正され、業界においてもコンプライアンスという

ことが非常に大事になっております。

　今後も研鑚を重ねよりよい相談業務ができるよ

う取り組んでまいりますので、どうぞ宜しくお願

い申し上げます。

社会貢献委員会

委員長

大貫　雅之

八王子駅前での無料相談会の様子
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・第７回総会　平成27年６月５日

　於：本部５階会議室

・危険ドラッグ撲滅都民大会　平成27年７月14日

於：よみうりホール

・研修会　平成27年９月14日

　於：本部５階会議室

・第６回運営委員会　平成27年12月15日

　於：がんこ

・第７回ＡＥＤ等講習会　平成28年１月12日

　於：本部５階会議室

・賀詞交歓会　平成28年２月16日

　於：明治記念館

・講演と意見交換会　平成28年３月１日

　於：本部５階会議室

１．本部主催

　・常任幹事会　平成27年５月29日、８月21日、

10月27日、平成28年２月26日

　　於：本部５階会議室

　・総会　平成27年６月23日

　　於：中野サンプラザ

　・６ブロック合同意見交換会　平成27年11月13日

　　於：中野サンプラザ

　・研修会、交流事業　平成28年３月29日　

　　於：日本教育会館

２．支部主催

　・育成会議　平成27年５月１日

　　於：支部３階会議室

　・第７回情報交換会　平成27年７月28日

　　於：支部３階会議室

　・研修会、納涼会　平成27年７月28日

　　於：支部３階会議室、八王子エルシィ

　・ソフトボール大会　平成27年10月28日

　　於：陵南公園

　・研修会、忘年会　平成27年12月１日

　　於：支部３階会議室、居酒屋北海道

３．ブロック主催

　・合同研修意見発表会　平成27年５月18日

　　於：京王プラザホテル八王子

レ デ ィ ス 部 会

運営委員

矢野　輝子

青 年 部 会

部会長

横山　瀬如
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免許番号 商　　　号 代 表 者

47875 株式会社アーバンリアルティ 小林　正治

54732 アール企画有限会社 板谷　　凉

98154 株式会社アイテル 田穂　和仁

79568 有限会社アウルアイ不動産 石森梨惠子

28993 葵不動産 吉村　康雄

91242 有限会社葵不動産 吉村　厚子

75991 秋仙商事有限会社 秋山　輝男

63763 昭吉ハウジング株式会社 吉田　幸作

54359 アクシス株式会社 樫﨑　　博

61939 株式会社アコス 平野　　誠

24331 浅岡産業有限会社 浅岡　　修

49499 株式会社アスティ 増島　健人

56488 株式会社吾妻 佐藤　光雄

86508 株式会社アセットメイク 須崎　智也

78661 有限会社アドバンスホーム 草原　義明

98367 Apa Navi 株式会社 並木　武嗣

72403 天草産業株式会社 藤川　富次

92237 株式会社アライブサポート 田口　福博

92671 株式会社アリエス・ディーフォー 江口　義勝

98291 アワーズ株式会社 土橋　義弘

77679 アンカ－不動産 川崎　眞弘

大臣6157
株式会社アーネストワン
八王子営業所

野島　正昭

大臣3744 朝日土地建物株式会社八王子支店 齋藤　隆行

82617 有限会社勇不動産コンサルタント 内藤　勇二

77334 株式会社石田工務店 石田雄一郎

77334
株式会社石田工務店
八王子住宅展示場

森　　大輔

免許番号 商　　　号 代 表 者

77334
株式会社石田工務店
みなみ野住宅展示場

石川富士夫

1436 株式会社いづみ地所ハウジング 宮﨑　洋子

46920 イトーハウス有限会社 伊藤　忠一

40285 有限会社岩倉商事 岩倉　満治

82086 株式会社インターシステム 田中　伸治

82086
株式会社インターシステム
八王子北口店

田中賢治郎

大臣3306 株式会社飯田産業八王子営業所 佐久間康一

87801 株式会社ヴァリアント 和田　　博

94840 株式会社ウィルアセット 谷合　哲夫

76666 有限会社ウェーブス 安藤　善朗

72358 株式会社ウッディーフィールド 木原　智之

47773 栄大商事株式会社 大野　皖司

89328 エイトフォレスト株式会社 大森　義昭

63915 株式会社エスエストラスト 杉本　浩司

63915
株式会社エスエストラスト
アパマンショップ西八王子店

中島　雄太

63915
株式会社エスエストラスト
アパマンショップ八王子南口店

福田　　仁

63915
株式会社エスエストラスト
アパマンショップ八王子ユーロード店

池田　圭吾

83784 エステイター株式会社 寺嶋　隆亮

92799 株式会社悦トータルハウジング 田口　悦三

89407 株式会社エヌツーエステート 野嶌　英男

96381 株式会社エフ・ティー・アセット 豊村　厚良

86222
株式会社
エリーゼ・コーポレーション

古川　美加

92145 株式会社エンラージ 石井　　誠

88814 株式会社オーク 三宮　　浩

41974 株式会社オータカ不動産 川又　和世

39287 株式会社大船ハウジング 髙松　恵子

会員名簿 ※平成28年３月現在
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免許番号 商　　　号 代 表 者

89262 ㈱荻島商事 荻島賀奈子

92170 株式会社オフィス K 永井　敦子

62511 有限会社オフィス・シー・アイ 石脇　順子

79651 株式会社学園中央開発 遠藤　裕之

78739 株式会社かざま不動産 風間　勝利

20027 樫実紡織株式会社 樫﨑　亮一

63068 有限会社カドヤ企画 長嶋　政雄

77669 有限会社かどや不動産 山本　昭治

38590 金子不動産株式会社 金子　貞夫

37630 上谷商事有限会社 上谷　　武

85203 株式会社かんべ 神辺　和幸

大臣5475 株式会社カチタス八王子店 杉浦　瑞基

大臣7988
神奈川中央住宅株式会社
みなみ野シティ店

宮地　弘信

36019 有限会社北野不動産 小原　信次

80836 有限会社吉昇 岸　美佐男

14232 株式会社協進建設 秋本　康則

49581 株式会社協進住宅 秋本　康則

50197 有限会社近郊地所 山本德太郎

75264 錦せい商事有限会社 入山　尚三

84631 株式会社クオリアホーム 関谷　哲央

59657 株式会社蔵建 居蔵　研志

91501 クローバー住宅株式会社 樋川　隆一

53977 株式会社 GLOBAL KOEI 齋藤　秀文

25378 黒須建設株式会社 黒須　弘道

43173 有限会社クワタハウジング 桒田　　彰

大臣6944 神稲建設株式会社東京支店 鍋島　重樹

98336 株式会社ケアエステート 成川　啓一

免許番号 商　　　号 代 表 者

62598 株式会社京成ハウジング 谷口　竜治

47114 株式会社ケイユー 尾野　弘明

32490 恵友商事 三吉　　省

38771 KMC ハウジング株式会社 福本ゆき子

59210 有限会社ケーユー・リバブル 大渕　浩美

33964 光映株式会社 小池　良江

57522 有限会社コウヘイホーム 秋山　孝子

58993 宏和建設株式会社 佐野　雅臣

89507 株式会社コグマホーム 渋谷　和敏

51446 有限会社小島産商 小島　満夫

51889 株式会社寿不動産 常盤　良平

85474 株式會社小林 小林　伸行

33853 小宮商事有限会社 小宮　一秀

44397 コメイジ・ユニバーサル有限会社 古明地秀行

32234 有限会社小谷田不動産 小谷田直樹

53215 有限会社小山地産 小山　剛司

80683 株式会社サーブ・コーポレーション 大谷　　巌

34878 さがらホーム 高橋　伸治

81737 佐々木不動産 佐々木富雄

14968 株式会社サトウ 佐藤　昌子

31976 佐藤商事株式会社 佐藤　忠隆

74096 株式会社真尾工務店 真尾　留蔵

97242 株式会社サニーホーム 井上　裕介

52981 株式会社さわぶち不動産 志村　道雄

94127 三亜株式会社 小林　秀司

15981 株式会社三栄ハウジング 加藤　一生

16608 三協産業株式会社 渡部兵四郎



―　　―��

免許番号 商　　　号 代 表 者

56097 株式会社三興 小林　哲雄

91698 有限会社サン・コーポレーション 片見　一志

29420 三友建設株式会社 外池　正明

93699 株式会社三楽ハウス 由利　英樹

84105 ジー・エム・シー株式会社 石田雄一郎

77596 有限会社シェークルニジュウイチ 清水　博子

1434 有限会社塩沢商事 塩澤　誠二

88326 有限会社シティプランナーケイ 金村　　徹

38373 有限会社シマ商 嶋村　文雄

78289 有限会社島村不動産 島村　　潔

50689 株式会社住宅工営販売 肥後　和志

79939 株式会社住宅情報 赤崎　幸吉

75534 有限会社住地ハウジング 金子　貢司

22230 株式会社ショーエイ 高橋昭太郎

29221 信栄住宅株式会社 佐孝　昭昌

19019 新日本産業株式会社 江本　英治

24640 信用土地株式会社 山本　哲子

80964 有限会社眞菱不動産 榊　　豊宏

98588 親和建設株式会社 生沼　　久

大臣1594 株式会社住宅工営 齋藤　祥文

38820 株式会社すえひろ 井上眞里子

91005
株式会社
スカイアップコーポレーション

曽根　　健

45352 株式会社スガワラ企画 菅原　啓人

26932 有限会社鈴木商事 本澤千鶴子

24392 株式会社鈴丈 鈴木　丈史

43245 有限会社スターホーム 小池　　博

92015 株式会社スリーダイヤモンド 下村　雄治

免許番号 商　　　号 代 表 者

41013 誠和計画株式会社八王子営業所 若尾　哲也

71167 瀬沼木材株式会社 瀬沼庄次郎

73013 株式会社セブンホーム 野﨑　　誠

97133 株式会社ゼポックスシーオー 須釜　義之

大臣8188
株式会社セントラルエージェンシー
セントラルハウス八王子店

伊久間数啓

35613 有限会社総建 千田　庄二

79085 有限会社創進建設システム 今井　正司

74613 桑都ビル管理株式会社 佐藤　　誠

59517 有限会社桑都不動産 吉川　正子

96359 株式会社相武住建 前田　将始

72040 総和地所株式会社 西川　俊男

13819 有限会社大栄商事 野村けい子

60876 泰永土地株式会社 東山　秀訓

47159 株式会社ダイエー商事 大朝　俊英

73436 有限会社大輝ハウジング 甲斐康次郎

95415 株式会社大協 有馬　良幸

51791 株式会社大光 大林　隆広

2377 大黒商事株式会社 鹿島　範元

93677 タイズホーム株式会社 鈴木　　卓

52751 大日不動産企画株式会社 望月　久弘

61355
株式会社
ダイヤモンドリアルエステ－ト

菱山　光子

25960 有限会社大洋不動産 小林　洋一

78120 株式会社タウンサービス 浅見　芳平

72319 有限会社髙尾パークハウジング 髙田　博貴

71664 高尾ホーム有限会社 佐藤　順雄

26633 有限会社高橋地所 高橋　初治

46805 宝田不動産有限会社 寳田　杉夫
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免許番号 商　　　号 代 表 者

20934 有限会社立川商事 立川　義行

94530 株式会社 DASH 大石　　賢

80286 株式会社タテベ 建部　好正

20802 たなべ物産株式会社 田邊　裕康

89992 株式会社谷口ハウジング 谷口　和輝

89983 株式会社多摩ハウス不動産販売 金本　　宏

95937 たまハピ青沼不動産株式会社 青沼まつ代

98388 有限会社玉家商事 境野　泰資

89134 タムラ商事株式会社 田村伊智朗

大臣3440
株式会社タイセイハウジー
八王子営業所

武笠　晃治

大臣3440
株式会社タイセイハウジ－
八王子駅前営業所

嶋田　　陽

大臣6875 タマホーム株式会社多摩店 丸岡　　亮

70758 中央大学生活協同組合 中川洋一郎

29552 株式会社中央ハウジング 庄司　信男

85241 有限会社千代田建設 岡部　　崇

2839 堤不動産株式会社 堤　　吉久

23523 株式会社 TNK レジデンス 田中　義久

90693 株式会社ティーズプロジェクト 戸室　敦夫

77170 テクノス興産株式会社 相田　龍三

52638 株式会社東亜建設 武井　末秋

93322 株式会社東亜ビル 武井　愛子

24721 東栄産業株式会社 奥村　忠男

2838 東京土地建物株式会社 和智　榮作

53843 株式会社東興 中川　秀人

61730 東西不動産株式会社 渋谷由紀子

22846 有限会社道志興産 佐藤甲子雄

52639 株式会社東神住販 岸　　敏夫

免許番号 商　　　号 代 表 者

92883 株式会社陶冶 平塚　徳則

72057 東洋総建株式会社 林　　　豊

95740 株式会社東和ハウス 藤巻　　泰

98916 株式会社トーザイ 上村　範丈

52133 有限会社トーシンホーム 長谷川一政

53259 株式会社トータルハウジング 三吉　信行

77110 株式会社都市クリエイト 森屋　一弘

82251 都市建設有限会社 田中　正悟

59422 株式会社富正不動産 富田　　寛

63883 株式会社トライ 大貫　雅之

62157 有限会社トラストワン 足立　陽輔

大臣5732
トヨタホーム東京株式会社
分譲住宅営業部西東京営業所

七井　隆幸

42498 株式会社永井事務所 永井　正安

90030 株式会社中村企画 中村　公哉

78023 有限会社中村屋木下商店 木下　昭宏

51704 有限会社南武不動産 和泉　武彦

大臣8625 七国不動産販売株式会社 下村　　努

46023 二光産業株式会社 午膓　泰雄

82089 有限会社ニシノトレード 西野　貢右

40282 株式会社西八商事 秋間　雅樹

55959 二大ハウジング株式会社 竹花　英二

16903 株式会社日住 揚山　次郎

62706 株式会社日進住販 金子　浩明

80065 ニッセイホーム有限会社 小林　昌子

26746 株式会社日本地建 野原　良江

72009 株式会社ニューライフ 山元　將功

32731 野口住宅株式会社 野口　利夫
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免許番号 商　　　号 代 表 者

58277 株式会社野口不動産 野口　文男

92765 株式会社ハウジングパートナーズ 田切　克尚

74981 株式会社ハギサワホーム 萩澤　礼子

58856 株式会社はぎ総合インテリア 萩生田邦雄

35624 博進商事 遠藤　　博

75107 有限会社ハザマ住宅販売 宮田トシ子

90040 株式会社橋本企画 橋本　良正

94143 有限会社長谷川商事 長谷川貴秀

40407 株式会社八王子住伸 鈴木　佳一

20480 有限会社八王子西部不動産 田中　恭邦

56619 株式会社八昇プランニング 小川　　誠

93856 有限会社はなぶさハウジング 岡野　真理

57081 株式会社浜村産業 浜村　周太

63912 有限会社春企画 新居　和子

大臣7558
株式会社ハウスメイトショップ
八王子店

石田　　亮

大臣3195
株式会社ハウスメイト
パートナーズ八王子支店

佐々木隆一

96249 株式会社ビー・エル・ハウジング 曽我　行雄

89836 株式会社東日本設備 滝田　弘之

82915 東山工業株式会社 東山　　進

52070 有限会社ひがの土地 日向野武夫

55969 株式会社日髙コーポレーション 日髙　賢一

85784
有限会社
ビックウエストコーポレーション

下田　　勉

43318 有限会社平繊 平野　健一

89081 株式会社平田ハウジング 平田　重夫

98716 平塚商事株式会社 平塚　徳則

大臣3722 有限会社東山不動産八王子店 東山　豊勝

89705 株式会社ファスコム 坂本　明照

免許番号 商　　　号 代 表 者

74866 フィールド株式会社 野本　栄次

96591 フェイトシャインホーム株式会社 石渡　竜也

87590 株式会社フォーライフ不動産企画 関口　一徳

23532 福南地所株式会社 田中　弘章

53468 有限会社福屋商店 櫻井　丈士

90289
株式会社
福屋不動産販売八王子店

大倉　一士

15428 富士住宅社 中嶋　　卓

19186 二葉不動産株式会社 井上　公平

18630 株式会社プライムエステート 小俣　　茂

63350 株式会社プライムホーム 小俣　　茂

56359 株式会社プレアデス 鈴木　一弘

63338 株式会社フレンドパーク 白川　良子

45976 平和ハウジング株式会社 平野　　実

94325 有限会社ベルネット 鈴木　耕司

98333 有限会社ペンギン企画 山下　敏雄

6774 豊徳開発株式会社 加藤　叔永

6774 豊徳開発株式会社八王子店 首藤　育弘

58360 株式会社豊和ハウジング 豊泉　博之

89780 株式会社ホームグラウンド 青木　徹矢

59700 有限会社星商事 丸山　　勉

90545 ㈱ポストエリア 岩崎　洋三

76501 有限会社堀内ハウジング 堀内　和則

78744
株式会社
ホリエイ不動産ショップ

堀内　義蔵

54155 株式会社マイスターホーム 橋本　雄二

45645 株式会社マイムハウジング 依田　　修

98288 株式会社マインズリアルティ 原島　祥行

63493 有限会社牧ハウス 小山　敬治
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免許番号 商　　　号 代 表 者

81608
株式会社
マスターズ・コンサルティング

松田久美子

91209 株式会社マスター do ハウス 山口佳代子

17835 株式会社松村地所 松村　光雄

52875 株式会社マツヤホーム 小室　祐司

79045 株式会社丸藤コーポレーション 加藤　一仁

62152 有限会社ミキハウジング 矢野　輝子

78290 有限会社三喜ホーム 最上　喜代

24128 美ささ不動産株式会社 樫﨑　　博

17833 みすゞ建設株式会社八王子支店 関根　孝行

61645 みずまき商事 水牧　健勝

1439 三ッ和商事有限会社 杉﨑正太郎

18006 株式会社みどり地所 松尾　好高

62141 有限会社ミノル興産 根津　　稔

58896 有限会社宮田商事 宮田トシ子

72256 有限会社宮博工務店 宮本　秀博

75344 有限会社ミヤモト企画 宮本　洋子

27941 むさし産業株式会社 小林　惠美

27941 むさし産業株式会社八王子店 小林　秀司

38099 株式会社村井建築設計事務所 村井　淳一

54685 有限会社明晃ハウジング 清水　隆秀

56099 株式会社明和クリエイト 加藤　　明

81318 株式会社メゾネット住販 高松　　洋

41247 森田商事株式会社 森田　眞弘

70354 有限会社森土地建物 森　　茂雄

16621 森永産業有限会社 髙見澤幸也

93217 モリミヤ不動産株式会社 土井　康弘

1315 株式会社守屋住販 守屋　峰雄

免許番号 商　　　号 代 表 者

11870 守屋商会 守屋　通男

21901 有限会社ヤナックス 栁澤　伸一

82529 有限会社弥彦ネットワーク 東條　玉英

13179 山一商事株式会社 山口　　覚

82724 山口商事有限会社 山口　都生

10456 山田産業株式会社 山田詔太郎

88151 株式会社山六 榎本　行雄

76467 有限会社友光 島﨑勇一郎

80406 株式会社ユーティアール不動産 堤　　吉久

80406
株式会社ユーティアール不動産
八王子駅前店

河本　哲也

33234 豊建築有限会社 田中　　豊

35863 株式会社陽大 金子　　悟

88919 吉建工業株式会社 吉田　企輔

79073 株式会社ライフアート 小内　令子

83830 株式会社ライブラリー 牧原　史和

55938 株式会社ライン企画 齊籐　誠治

85267 株式会社ランドデザイン 富樫　英治

63655 有限会社リッコーホーム 大塚　文雄

86849 株式会社リベラル 山田　達也

94695 株式会社綾彩舎 両角由利子

58457 株式会社陵南住宅 菊地　久吉

95005 株式会社リンクシーズ 西田　秀徳

98312 株式会社リンクス 西田　仁美

56766 レオハウジング株式会社 横山　瀬如

82939 ワクエステート 野口　和久

33442 株式会社和光ハウス 服部　千春

79812 株式会社和光ビルテクノ 小林　英生
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　支部50周年を記念し、第41期より今年度までの10年間を振り返り、編集を致しました。

　支部の歩みは私どもの仕事にも直結し、また変わり行く不動産慣行や市場をとりまく環

境に対応を求められてきたものだと思います。

　近年では人口減少を端とした空き家対策は大きな問題です。国や各地方自治体は行政主

導の空き家バンクなどの対策を進めておりますが、もはや減少の速度に対し、追いつくこ

とさえ困難な時代になってきているように思います。

　私ども不動産事業者及び事業体も他人事ではなく、刻一刻と変化を遂げる時代に対し、

適切に対応・順応を求められております。

　八王子支部60周年を迎えるとき、私どもの業態はどのように変貌を遂げているのか。

　私には想像もつきませんが、これからの広報誌ではそれらの様子もお伝えしていければ

と考えております。

　文末となりますが、本誌編集に携わって下さいました多くの支部役員様、及び事務局の

諸角様、杉本様、並びに私の手際の悪さにもめげずにお付き合いくださった㈱清水工房の

山﨑様に深く御礼申し上げます。

情報委員会委員長　青木　徹矢

編集後記

「会員名簿」については万全を期したつもりですが、万が一不備が

ありましたら、何卒ご容赦のほどをお願いします。

〈支部事務局員　諸角登美子・杉本和代〉　






